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The emblem called a family crest to Japan is in each home. 
PAMON makes the family crest individually.
Das Emblem als ein Familienwappen in Japan ist in jedem 
Zuhause . PAMON macht das Familienwappen individuell .  
日本には各家庭に家紋と呼ばれるエンブレムがあります。
その家紋を個人向けにに作るのがパ紋です。

Vol.010原田専門家の

テレビで取り上げられ大人
気！今なら6ヶ月待ち!急げ！！
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パ紋No.2521　真塩
JOJO、猫が好きという
ことで、キラークイーン
とストレイキャット！っ
てかシアーハートアタ
ックだよね。

パ紋No.2522　橋本
歯医者、ワンピース、ジョ
ジョ、オレンジ、黒、格闘技
の観戦が好きということ
で、歯医者でジョジョ好
きつったらジャイロツェ
ッペリになるでしょ。「納
得」は全てに優先するぜ
ッ！

パ紋No.2410　平泉成
バラ、ケーナが好きとい
うことで、バラの花弁で
「ヒ」と堂々とあります
が、他の花弁でライズ
ミと読み取れなくもなく
もないという感じに。文
字はケーナになってい
ます。日テレの５分番組
「ぎゃっぷ人」で制作し
ました。

パ紋No.2581　津　
戦国武将（特に伊達政
宗）、カメラ、ブラック、
パープル　涼しい色が
好きということで、デジ
イチ眼流政宗ですね。
ってかビューファインダ
ー眼帯のほうだから反
対向いてるけど、レンズ
側をこちらに向けてな
いところがなかなかだ
なと自画自賛。

パ紋No.2392　はまじゅん
阪神タイガース、文鳥
が好きということで、ピ
ンストライプに文鳥だ
よ。帽子かぶって根っ
からのって感じで。ホリ
プロのタレントさんな
んですが、スピードワゴ
ンの小沢さんの誕生日
会で知り合いまして、し
ばらくアイコンに使っ
ていただいてました。そ
うしばらくね。

パ紋No.2443　Y
銀魂、すすめパイレー
ツ、プリンス、ホール＆
オーツ、Ｅ＆Ｗ（洋楽）
、ファンキーで時代劇
っぽいものが好きとい
うことで、プリンスな
紫の髪型に刀だね。お
正月近くに見ると鏡餅
に見えて縁起がよさそ
う。

パ紋No.2395　ホリエモン
宇宙、ネット、漫画、科学
が好きという見立てで、
そのニックネームの元と
なったドアを。元のドア
でもあったり。その先に
は宇宙が広がるトビラに
なっています。ひょんなこ
とからお会いする機会を
得て、ここぞとばかりに
パ紋をプレゼンすると、
面白いから買う！とその
場で、アリガタキ！

パ紋No.---- ぴかりん
魔界アイドル椎名ぴか
りんのパ紋だよ。もう
ね、好きすぎてボクも
魔界人になってしまい
ました。デスボとのギ
ャップとか、彼女 の書
く詞の世界観とか本
当に素敵すぎる。本人
に私て公認（黙認）を
いただいたらナンバリ
ングしようかな。本当
は21000番にしたい
んだけどね。



パ紋No.2601　+α　
蕎麦、野球、森林、ゴー
ルデンリトリバー、ス
カイブルーが好きとい
うことで、蕎麦にゴー
ルデンリトリバーに森
林に。箸はあれです、
折れたバットで作った
ヤツ。ホンマかよ。

パ紋No.2602　岡村
神社巡り、ウルフ・オブ・
ウォールストリート、
R&B・アシッドジャズが
好きということで、鳥居
から札がばらまかれて
言いますね、アシッドジ
ャズにのって。ファミコ
ンのハットリ君みたい
に鉄アレイもまざって
たりして！

パ紋No.2587　TADAMICHI
氷室京介、海が好きと
いうことで、ヒムロック
といえばのマイクロフォ
ンの握り方でってんで
波に乗ってるね。ノリノ
リ。しかし我ながらなか
なか攻めたデザインだ
よな。言われなきゃわか
んないのがスゴイな、言
われたところで気づけ
るのかって問題はさて
おき。

パ紋No.2618　端はる子
茨木童子、茨木、伝承が
好きということで、イバ
ラの多い金棒に青鬼で
すね。大阪の茨木市に
は鬼の伝承があるそう
で、京都で暴れてたそう
な。めでたしめでたし、
ってオイ！ 何も解決し
とらんがな！

パ紋No.2536　野見山
料理、落語が好きという
ことで、扇とナイフとフ
ォークです。落語カフェ
みたいだね。神保町に
落語カフェがあるんで
すが、一度皆さん足を
運んでみるといいです
よ。堅苦しくなくとても
アットホームな感じで、
落語が身近に感じます
から。

パ紋No.2528　koki
ゴルフ、薬剤師、田県、
ナマハゲ、ハタハタが好
きということで、薬のカ
プセルにゴルフクラブ
にナマハゲですね。クラ
ブのヘッドがハタハタ
だし。そのまま焼いちゃ
ったりして。

パ紋No.2585　たなか
不沈艦、天真爛漫、三線
、担々麺、貯金箱、青い
空、青い海が好きという
ことで、担担麺を三線と
不沈艦の箸でいただく
という豪快さ！きっと豪
快な方なんでしょう。ホ
ントかよ！ しかし食べ
物に青色を使うのはあ
んまりよろしくないなぁ
やっぱり。上手に見えて
も、旨く見えないんだよ。

パ紋No.1994 ムッティ
布袋寅泰、h ide、紙兎
ロペ、ベイマックスが好
きということで、ピンク
スパイダーなピンク色
の色々。ベイマックスの
あの目に、神兎のあの
手足の感じとか諸々色
々でもシンプルな配色。



パ紋No.2577　みさこ
ライブ、わたせせいぞう
ハートカクテル、星、桜、
スヌーピーが好きとい
うことで、桜の木に寝っ
転がるわんちゃんが鼻
歌（花歌）歌ってますね。
名もなき詩かな。改め
てわたせせいぞうさん
のイラストをマジマジ
と観察しましたが、こう
いう線を引くのかと勉
強になりました。

パ紋No.2621　KIMI
ギター、ピアノ、クマ、ネ
コ、ダイヤモンド、青色
が好きということで、ピ
ックの形に詰め込みま
したよ。リアルにダイヤ
モンド埋め込んだピッ
クがあったら弦切れち
ゃうだろうな。犬より高
い首輪してる芸能人が
いるってこの前テレビ
で見たよ。それはリアル
に首輪にダイヤだった。

パ紋No.2562　真弓
犬、プードル、コーギー
2匹、ミニチュアシュナ
ウザー、ワイヤーフォッ
クステリア、たこ焼きが
好きということで、わん
ちゃんがイス取りゲー
ムの要領でたこ焼きを
狙ってるんですかね。こ
の感じの犬がいい感じ
に描けたので多用しよ
う。

パ紋No.2546　YOSHI
岩手山、桜、盛岡の石割
桜、アウトドア、紫色が
好きということで、岩手
山と石割桜ですね。岩
を割って伸びてりっぱ
な枝ぶり！そんな力強
い人生なんでしょう！
実際にみたらおそらく
その生命力の強さにし
びれるんだろうなぁ。 

パ紋No.2638　まこ
ねこが好きということで、
猫鍋なのか、ねこが輪
になってあったまって、
輪になってねこの陰陽
っすね。グレーのキジト
ラ風に、背中の模様が
名前になっていますよ！
ネコ好きの方の定番フ
ォーマットの一つなん
だけど、毎回書き起こす
からどれ一つと同じ形
じゃないんだよ実は。

パ紋No.2620　徹
虎、龍、馬が好きという
ことで、蹄鉄の中にドラ
ゴンとタイガーが。冷徹
そうに見ていますがク
ールなんでしょうね。超
クール！どれも干支に
なってるってのがミソや
ね。最強ミソ。ウソ。 

パ紋No.2547　きいち
湘南ベルマーレ、BMW、
スタジアム平塚、ゴルフ、
ねこ、黄緑色と青色が
好きということで、ベル
マーレのエンブレムが
トラネコに乗っ取られ
ちゃったね。錨の形した
ゴルフコースだったり
してね。

パ紋No.2358　prefab
スーパーファミコン、図鑑、
猫、げっ歯類が好きとい
うことで、出っ歯の猫ち
ゃんがスーファミしてま
すね。どんな図鑑調べた
ら載ってるんだろうか。
いや猫にみえる新種の
げっ歯類なのかもしれな
いし、そうじゃないのか
もしれなし、かもしれな
いしかもしれない。



パ紋No.2643　RINA
動物、ビールが好きとい
うことで、何かしらの動
物の手とジョッキですな。
ジョッキ生。グビグビい
っちゃって～グビグビ。
基本動物もビールも茶
色が多いんだけど、茶色
が好きとはあまり言わな
い不思議。

パ紋No.2669　たく
騎馬、戦国武将、バスケ
ットボールが好きという
ことで、バスケットボー
ルに騎馬。ひねりがなく
てストレートで男らし
い！という見たままだっ
たり。きっと持ち主は曲
がったことが嫌いな竹
を割ったような方で、そ
してどこへでも駆けつけ
る面倒見のいい方とお
見受けした。

パ紋No.2633　フジさん
酒、麻雀が好きというこ
とで、一升瓶のイーソー
だね。どんだけイチが好
きなんだってな。いや名
前は２が絡んでるのにね。
２４３（フジさん）だから
これで１２３４だね。だ
からなんだってな。1、4
のシャボ待ちってことな
のかしら。つまりダブル
スタンバイ。おそらく抜
かりのない人です。

パ紋No.2593　和馬
馬、マカロンカラー、ステ
ィッチが好きということ
で、馬とスティッチの陰
陽みたいな感じになりま
したね。どっちが上でも
表でも下でも裏でもなく、
表裏一体というのか常
に一緒ということです。
善も悪も裏を返せば同
じということです。良か
れと思った指摘がただの
クレームになったり。

パ紋No.2556　TAKUMA
水道屋、紫、金色、肉、野
球、ポメラニアン、トイプ
ードルが好きということ
で、レンチで肉を掴んで
いますね。その周りをこ
れは犬の足跡ですな、ど
うやら狙われてますよ！
そしてよく見ると骨の手
前がバットになっている
んですよ！

パ紋No.2625 ★SABU☆
京都大作戦、10-FEET、
生ビール（中）が好きと
いうことで、五山の送り
火ールって感じですね。
スケールのデカイこと
ったら。五山の送り火っ
て生で見たことないん
だけど、一度は見たい
よね。大以外にもいろ
んな文字の送り火があ
るんだもん。

パ紋No.2566　HIROTAKE
競馬、ビールが好きとい
うことで、盾がビールグ
ラスなのか、ビールグラ
スが盾なのか。当たる
も八卦当らぬも八卦、
はっけよう～いドンで、
祝杯あげられるよう頑
張りましょう！

パ紋No.2610　GSK
クライミング、バイク(ハ
ーレー)、自動車整備士、
アビレックス(服)、アメ
カジ、髑髏が好きという
ことで、ロックウライミ
ングできるドクロです。
ドクロの形が岩山にな
っているんですよ。命綱
なくても羽があるから
平気なんだって。



パ紋No.2569　真直　
野球、サッカー、おしゃれ、
紺色、赤色が好きという
ことで、オシャレといえば
キャップのシールを剥が
さ無いってことでサッカ
ーボールと野球のキャッ
プ。そもそもシールを剥
がさない文化はピストバ
イクの流行と流行と同じ
ような理由なんだよね。
アメリカの貧富の差に根
付く問題でもあるカルチ
ャー。

パ紋No.2637　コウキ
BMW、エアギア、野球、
浜崎あゆみ、PSJが好
きということで、BMW
のエンブレム風なエア
ギアに白球が。どこかあ
ゆっぽいと言えばあゆ
っぽい。言わなきゃそう
じゃないけど、言ったも
ん勝ちっていうね。言う
ていこう。

パ紋No.2623 さんちゃん
車、お酒が好きというこ
とで、タイヤなのかハン
ドルなのか、に徳利とお
ちょこ。お酒がま～るく
縁を運ぶといった感じ
ですね。お酒つっても日
本酒じゃなかったらど
うしようかね。

パ紋No.2660 清水
スノーボード、阿波踊り、
広島風お好み焼き、富
士山が好きということで、
富士山の下が樹海じゃ
なくてこれキャベツで
広島風お好み焼きだよ
。キャベツたっぷりの上
に富士山。半月かと思
いきや阿波踊りの笠と
いうね。

パ紋No.2635　ゆうき
りんご、ヒップホップ、ア
ニメが好きということで
ヒップホップなリンゴ
ですよ、ですよ～。ヒッ
プホップイコールキャ
ップを斜めに被るとい
う乏しい知識よ。攻殻
機動隊の笑い男っぽい
からいいか。リンゴの顔
だし。

パ紋No.2627　おしるこ
東京喰種が好きというこ
とで、マスクだね。リアル
にこのマスク売っててつ
けてる人を見たことがあ
ります。ギャ～ってなり
ますね。おしるこカラー
で。赤いのは朱の盆かし
ら。知らないことでも情
報としてだけ知ってるか
らだけど、その本質も見
ないとなぁ。検索で出て
こないことこそを。

パ紋No.2661　文明
B M W 、ビール 、昭 和
shell、ガソリンスタンド、
砂肝が好きということで
、BMWのグリルで焼け
てるのが砂肝だったりし
て。飲んだら乗るな、飲
むなら乗るな、でも砂肝
は食べていいよ。ずっと
BMWのあのグリルはカ
ッコいいなぁと思ってる
んだけど、あれ砂肝の形
だったのね。ウソだけど。

パ紋No.2414　いちか
阿波踊り、心臓、看護師
が好きということで、ハ
ートで阿波踊りを踊るっ
て文字だけ見たら強靭
な感じだけど、タフな感
じで、できれば永久機関
であって欲しいよね心臓。
でも生き続けることもま
た辛いことでもある。た
わけめ生きてて死なずに
すむか。とは信長の言葉。



パ紋No.2649　KEi
粉もの、餃子、焼肉、卵、
コーヒー、写真撮るこ
と、自然、心理学、シザ
ーハンズ、風たちぬ、ハ
ウルの動く城が好きと
いうことで、動く餃子
の城だね。足の先がハ
サミになってるトング
という。何人前あるの
だろうかこの動く餃子。

パ紋No.2640 ♡Miyo♡
L ' A r c ~ e n ~ c i e l 、
Acid Black Cherry
が好きということで、く
～ろいサクランボ～だ
ね。アメリカンチェリ
ーって黒いよね。しか
しこういうヴィジュア
ル系を図形化するの
はなかなかモチーフに
悩みますな。スタイリ
ッシュにしなくちゃな
のに、ボクの得意はカ
ワイイなんだもん。

パ紋No.2604　KAZU
京都、柴犬、おにぎり、
コーラ、メガネ、ハワイ、
ピンクが好きということ
で、おにぎりですな。京
都でコーラはひょうた
んに入れて売ってるそう
ですよ。もちろんウソで
すけど。しかしピンクく
らい配色したらどうなん
だと思ったけど、そこは
ホレ、京都の町並みを考
えて抑えてるというね。

パ紋No.2639　G-DRAGON♥RISA
G - D R A G O N 、
BIGBANGが好きとい
うことで、G-DRAG-
ONさんに入ってるタ
トゥーを足して割って
足して割るみたいな。
キースヘリング好きな
のかな？キースヘリン
グいいよね。名前から
してカッコいいもん。
名は体を表すってね。
あ、表してるね！

パ紋No.2657 マキャ
猫、鮫、DIR EN GREY、
漫画が好きということ
で、サメですね、ネコミ
ミの学名ネコミミシャ
ーク。性格は漫画のコ
マをはみ出したって暴
れまわる無法者って
感じです。そのスピー
ドは何ノットだろって
感じです。

パ紋No.2525　RIDGEND
水泳、カジキ、温泉が好
きということで、水中眼
鏡したカジキだよ。当然
温泉を泳いでいるよね。
しばらくしたら茹で上
がっちゃったりして！と
ころでカジキと言えば
松方さんのあの帽子ど
こで見つけてなんでア
レだったんだろうか。世
界の七不思議。

パ紋No.2580　けん
彼女、ジャイアンツ高
橋由伸、ゾロ、ワチャチ
ャTV、ラッシュライフ、
モダンタイムス（伊坂
幸太郎）、阪急電車（有
川浩）、オレたち花の
バブル組（池井戸潤）、
黒、グレーが好きとい
うことで、電車ゾロゾ
ロだね。他の要素あど
うした？全部電車の中
かしら。

パ紋No.2658 山口
映画、読書、宇宙、漫
画が好きということで
宇宙兄弟だよね、宇宙
で漫画と言ったら。ボ
クは度胸星って漫画
が好きだったんだけど、
不人気で打ち切りに
なちゃって謎のままな
んだよね。なんにして
も宇宙服はいるよね。



パ紋の制作は3,000円＋税にて下記HPから受付しています。
イラストレーター、PDF、JPGの各データをお渡ししています。受け取ったパ紋のデータ
はご自身で自由に使っていただいてかまいません。名刺に入れたり、スタンプを作った
り、スマホケースにしたり、腕時計にしたり、ステッカーにしてキャリーバッグに貼ると空
港で目立つこと間違い無し！缶バッチにして友達にあげたり、ワッペンにして縫い付け
たり、SNSのアイコンにしたり、その使い道は無限大！（メールにてグッズの作り方もお伝えしています）
ぜひパ紋を通してコミュニケーションを広げましょう！パ紋を見た人は必ず「何それ？」
と聞いてきますから、自分のスキと名前が詰まったパーソナルな紋だと話題を広げよう！
きっと好きと好きが繋がって思わぬ出会いがありますよ！
目標は世界人口70億個作る！とあげているのですが、まだ2600個ちょい。
2016年5月現在で2670個中からの抜粋になります。つづきはwebで。
お申し込みはパ紋のHPもしくはパ紋ウォッチのHPから。ウォッチならスグに制作しています。

パ紋ウォッチ販売中!!
ジャストツーユーにてパ紋ウォッチが作れます。
http://just2you.jp/user_data/pamon.php

編集後記
2016年1月11日の日テレの５分番組、ぎゃっぷ人に取り
上げて頂きました。平泉成さんのパ紋を作り、Tシャツを制
作したのですが、個人的にスタンプにして事務所へ送った
ところ、手書きのお手紙をいただき大感謝！出身地が愛知
県の岡崎ということで、ボクの実家も近くなので何かとシン
パシーを感じずにはおられません。そして昨年もお手伝い
した横浜マラソンでの給水パフォーマンスや、ハマニアの
パ紋もテレビの中継で見たとか、実際に走ったランナーの
方から楽しかったとご報告を受けました。まことにアリガタ
キ。そしてすっかり椎名ぴかりんにハマっているので、また
アイドル関係の仕事がしたいです。過去にHOP CLUBの
関西の番組とか、平安神宮奉納ライブででんぱ組.incとか
かすったことはあるんですが、ぜひガッチりとぜひ。

LINEクリエイターズマーケットにて原田専門家のLINEス
タンプ販売中です！エビフらえもんと、原専の２つですが今
後続々登場予定ですので、ぜひ使って上げてくださいね。
エビフラえもんの方にはよく見るとエビフラえもんのパ紋
が入ってるんですよ！買ってチェックすべし！ベシベシ！

パ紋のホームページ http://hara1000.com/rogo/
twitter  ID@haradasenmonka
UPSOLDにてパ紋グッズほか、オリジナル商品販売中
http://www.upsold.com/dshop/mygoods/h1000

どうにかパ紋が本にならんかなと思ってます。連絡待つ！
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原田専門家LINEスタンプ大好評販売中!!


